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　あけましておめでとうございます。
組合員並びに賛助会員の皆様には、ご
家族お揃いでご健勝にて、新しい年を
お迎えのこととお慶び申しあげます。
　昨年はデフレの真っ只中での一年で
あり脱却の兆しもなく、失われた20年
が未だ続いている中で新年を迎えまし
た。また、円相場が年の後半急騰し、
15年ぶりに80円台に定着する円高、更
に株価も日経平均が２年ぶりに下落す
るなど、経済成長が期待できない厳し
い一年でした。今年は企業の活力を引
きだし国際競争力をつけるために、法
人実効税率の引下げが予定されていま
すが、これが景気回復に貢献してくれ
るのでしょうか。とにかく一日も早い
景気の好転が待たれます。
　京都税理士協同組合の置かれた環境
も厳しい状況でした。税理士のクライ
アントである中小企業の業績は、景気
回復の遅れが影響して活力が戻らない

中で、組合の財政基盤である生命保険
の推進が伸び悩み、これに伴い保険手
数料収入が対前年を下廻っております。
　新しい年を迎え第39期も５ヶ月を残
すのみとなりました。まず事業利用還
元金に関して、一部の提携企業につい
ては本年度中に実施できる運びとなり
ました。会館での販売図書のご購入額
と、百貨店及び葬儀業者の利用額につ
いて、その一部を還元させていただく
予定です。今後も組合の目的である相
互扶助の精神を重視して、ご利用いた
だいた組合員の方に還元していく方針
に従い、対象企業を増やして行きたい
と考えておりますので倍旧のご利用を
お願い致します。
　還元金の増加に対処するため、販管
費については見直しを進めたいと考え
ております。また、大同生命の総合事
業保障プランの推進に関する経費を、
厚生会に負担させることを思考してま

いります。
　例年実施しております厚生事業につ
きましては、３年ぶりに一泊旅行を復
活することにしました。今回は３月に
鹿児島まで全線開通する九州新幹線の
利用をメインに、熊本へ行くことにな
りました。ぜひご参加下さい。
　私共執行部は、昨年の12月から１月
に、税理士会各支部で開催される例会
等に出席して、組合事業のPRをさせ
ていただく予定をしておりますので、
ご理解の程よろしくお願い致します。
　今年も税理士会と表裏一体の関係を
認識しながら、組合発展のために努力
をしてまいりますので、組合員並びに
賛助会員の皆様のご支援とご協力をお
願い申しあげます。
　結びにあたり、新しい年が皆様にと
りまして良い年になりますよう祈念申
しあげ、新年のご挨拶と致します。

年 頭 所 感
理 事 長

平 澤 政 治

　　　日　時：平成23年４月18日（月）
　　　　　　　13：30～15：30

　　　場　所：京都税理士会館 ３階 京税ホール

　　　講　師：村田晃嗣先生（同志社大学法学部教授）
　　　　　　　｢激動する世界情勢と日本の課題｣

第39回通常総会が８月５日（金）ウェス
ティン都ホテル京都で開催されます。
時間等詳細は決定次第改めてご案内いた
します。
ご予定の程よろしくお願い申し上げます。

　　　 通常総会
開催のお知らせ

京都税理士協同組合

会館記念講演第７回 第39回
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宮崎　緑氏
 

▲ ▲ ▲

プロフィール

千葉商科大学大学院教授　政策情報
学部学部長
東京大学政策ビジョン研究センター
アドバイザー
慶応義塾大学大学院法学研究科政治
学専攻修了。
東京工業大学講師、千葉商科大学政
策情報学部助教授・教授を経て現職。

2010年より学部長。専門は国際政治学および政策情報学。
また、屋久杉と大島紬の保護に取り組み、奄美パーク園長・田
中一村記念美術館長を兼務。昭和シェル石油株式会社監査役。
ＮＨＫ報道局「ニュースセンター９時」初の女性ニュースキャ
スターをつとめた。

　平成23年１月12日、京都ホテルオークラにおいて京都府
支部連合会と共催のもと新春講演会が開催されました。
　講師として元ＮＨＫニュースキャスターの宮崎　緑氏を
お迎えし、外は底冷えがするにもかかわらず、会場へは多
くの組合員の皆様にお集まりいただきました。
　宮崎氏は、ＮＨＫ報道番組「ニュースセンター９時」初
の女性キャスターで、現在は、21世紀の世界が抱える諸問
題を研究する新しい学問、政策情報学の教授として、また、
多方面において活躍しておられます。
　マスメディアでの豊富なご経験も織り交ぜながら、パラ
ダイムシフト（認識や価値観の革命的変化）に直面する現
在のわが国および世界のドラスティックともいえる変化に
ついて大変興味深くかつ端的にお話しいただきました。
　この時代の中で、日本文化を生み出してきた京都におい
て、我々税理士がどのように進んでいくべきかのヒントも
お示しくださいました。
　今回のご講演をエールと受け止め、気持ち新たに業務に
精進していきたいと思いました。 （広報委員　小林由香）

講師 宮崎　緑氏 千葉商科大学大学院教授
元NHKニュースキャスター

新春講演会
 平成23年１月12日㈬於　京都ホテルオークラ テーマ

「時代のトレンドを読む」
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　今年一番の寒波襲来の天気予報に、防寒体勢の準備をしての参加でしたが、
予想が外れる穏やかなゴルフ日和でした。
　恒例の全税共チャリティーゴルフコンペに出場し、且つ４度目の優勝の栄誉
をいただき深く感謝いたしております。
　毎回自分のプレー終了後の成績及び各ホールの数字の記入によってある程度
の順位の予想はつくのですが、今回は天気予報と同様に全くの予想外でした。
ハンディキャップ30という初心者同様の助けを借りての結果であり少々恥ずか
しく感じる気分です。しかし結果を謙虚に受け止め有り難くこの栄誉の喜びを
感じ、当日頂いた優勝賞品のお正月のおせち料理を楽しみにしています。
　年々参加者が少なくなってちょっぴり寂しいチャリティーゴルフになってき
たのは残念ですが、年に２回京都府下全域から同業の仲間が一同に集い、ゴル
フを通じて楽しむコンペに老若男女を問わず、上手下手に拘りを持たずにより
多くの参加者が集まるようみんなで声をかけていきたいと思います。
　ともあれ私自身も心身共に健康で仕事と遊びが十二分に出来るよう精進した
いと思っています。
　今回、同組でプレーをさせていただいた廣瀬伸彦先生、石原豊先生の両先輩
の元気ハツラツなプレー、冷静沈着な状況判断をしたアプローチのテクニック
を目の当たりに見て、少しでも近づけるよう新たな目標として心に刻みたいと
思います。
　生保各社並びに京税協事務局の皆様には当日のお世話に感謝をし、次回の優
勝を期したいと思います。

　その２、またまた、ラッキー、45回、46回と連続優勝！奇跡が二度起きまし
た。信じられない事です。こんな経験はテニスでは京都府選手権で10年連続優
勝というのが有りましたが、勿論ゴルフでは初めてでそれも２回ともグロス
100超という運だけで優勝できるなんて……。
　こんな事があって良いのでしょうか？運も実力の内と言いますが…ダブルぺ
リアの帝王と呼んで下さい。前回で残り僅かの人生の運を使ってしまったと思
いましたが、まだまだ残っていたようです。「２度あることは３度ある」これ
からもゴルフの練習はさておき、隠しホールの研究に最善の努力をし、ゴルフ
コンペに参加し続けたいと思います。優勝賞品も非常に豪華なホテルのおせち
で素晴らしいお正月が迎えられます。ありがとうございました。
　最後にいろいろとお世話下さいました関係者の皆様いつもありがとうござい
ます。心から御礼申し上げます。

粟東組
優 勝

全税共 VIP君・ランちゃん  チャリティーゴルフコンペ 京都大会
京都税理士協同組合・京都府支部連合会（共催）・全国税理士共栄会（協賛）

第46回
2010

連 続 優 勝

ハンディキャップ30で４度目の優勝です！

宇治支所　村 瀬 壽 男

三上組
優 勝 中京支所　林 　 正

11/16（火）
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優勝者の声

●各組の入賞者

栗東組 三上組 琵琶湖組

優勝 村瀬壽男（宇治） 林　　正（中京） 植田　順（伏見）

２位 笹岡俊明（朝日生命） 木戸義人（伏見） 野村好則（上京）

３位 村中平治（左京） 南　博光（中京） 西野雅博（東山）

４位 谷　明憲（右京） 鹿野幸裕（上京） 林伸三郎（東山）

５位 作見藏市（東山） 　柴田陽一郎（上京） 井戸巳之（左京）

●団体戦

優勝 中京支所

２位 上京支所

３位 左京・宇治支所
（合同チーム）

　秋晴れの絶好のゴルフ日和に、久しぶりの琵琶湖カントリークラブでのコン
ペということで、気合を入れて参加いたしました。ゴルフの調子は、このとこ
ろ昇り調子で、ドライバーが安定していましたので、そこそこの成績は残せる
という気持ちでした。メンバーも、シングルハンディの東山支所の西野雅博先
生と日本生命の荒木立成氏と東京海上の福澤忠氏という良いメンバーに恵まれ、
和気あいあいとプレーすることが出来ました。結果42・44というスコアで少し
不満足でしたが、ダブルペリアのハンディに助けられ、優勝することが出来ま
した。優勝賞品はウェスティンホテルの３段重のおせち料理をいただき、お正
月に家族でいただきたいと思っています。当日朝早くから、お手伝いいただい
た参加生保会社、京税協の皆様又地区連絡委員会の先生方に感謝いたします。
ありがとうございました。

全税共 VIP君・ランちゃん  チャリティーゴルフコンペ 京都大会
京都税理士協同組合・京都府支部連合会（共催）・全国税理士共栄会（協賛） 　 ▼ ▼ ▼琵琶湖カントリー倶楽部

琵琶湖組
優 勝 伏見支所　植 田 　 順 ハンディキャップに恵まれました！！
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　謡曲同好会は毎年、６月と10月に上京区のルビノ堀川
に於いて素謡の会を催しています。昨年の10月の会が43
回目でした。
　田畑臣雄師範（左京）の金剛流以外は全員観世流。毎
回、シテ役を順番に指名させていただき、その先生の希
望の曲で参加の先生にワキ、ツレ等の役を決め、素謡を
４曲、独吟を３曲程度で行っています。
　以前は30名位の会員も、現在は減少傾向にありさびし
くなりましたが、滋賀から戸次威左武先生、中川勝晴先
生、大阪から菅原宏平先生に参加頂いて楽しくやってい
ます。誰が聞きに来られても恥ずかしくない会だと自負
しています。
　謡

うたい

に声を涸
か

らした後は、お楽しみの懇談会。毎回、予
定の時間の過ぎるのも忘れ、「つきせぬ宿こそめでたけれ」。
　謡曲に興味のある先生のご参加を待っています。お気
兼ねなくお越しください。

　「順番に書こう」というクラブ内での取り決めで、例
会の出席率が悪い“名だけ副会長”の私（有田行雄）が
書くことになりました。言葉足らずの点はご容赦下さい。
　京税協トレッキングクラブは厳寒や猛暑の時期を除き、
年に７、８回京都周辺の野山を歩き、登っています。会
員は組合員に限定していますが、友人家族も自由に参加
できるので、参加者は老若男女様々で、例会は通常10人
以上になります。
　例会を開催するときは、参加の目安として、コースの
難易度をレベル１から５までの５段階で評価しています。

　人は年とともに、運動不足を自覚するものですが、何
か一つ自分に合った生涯スポーツを見つけることで、ゲ
ームを楽しみながら、健康の維持も出来る。こんなテニ
ス活動をご案内させていただきます。

　我が「宝ヶ池テニス同好会」は、左京区の岡崎グラウ
ンドや、宝ヶ池の市営テニスコートを使用して、平日の
午後７時～９時までのナイター練習です。
　毎年８月と12月～３月は、休会とし、５月に年総会と
懇親会を開催しています。
　会員数は現在38名で、世話役は、会長に吉澤俊二先生、
副会長木村正・伊島睦先生、会計監事木村明先生という
構成です。
　練習には、会員先生のご紹介があれば、ご家族や、事
務所の職員さん等、テニスに興味があって始めたい方は
ご参加できますので、お気軽にご連絡下さい。

連絡先
右京支所　岩崎寿天男

ＴＥＬ：075-331-3481

左京支所　木村　正

ＴＥＬ：075-771-0786連絡先連絡先
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　昭和40年代前半のボウリングブームの時にプレーされ
た団塊の世代の人達が、定年退職後にボウリングをされ
ることが多くなり、各地のボウリング場が賑やかになっ
ているようです。
　当同好会でも２ヶ月に１回ほどのペースで平日の夜に
ボウリング大会を開催しています。場所は主にラウンド
ワン京都河原町店を利用しています。完全移動ハンディ
戦を行っていますので、会員誰もが優勝するチャンスが
あります。大会終了後には表彰式を兼ねて懇親会を開催
し、賞品も用意しております。最近では他士業との交流
戦も行なうなど、和気あいあいとした楽しいひと時を過

でも、どうも主宰者はたくさんの人に参加していただこ
うと、（善意で）低い目に難易度を付けているようです。
１ポイントは低い感じがしないでも…。
　このような努力？の他にも「豪華花見弁当付きトレッ
キング」とか、「歩いた後はゆっくりスーパー銭湯」な
どと銘打って、おまけのついた例会も開催しています。
　昨年の春にも、花見弁当付きで私

きさ

市
いち

に出かけ、22名も
の参加を得ました。もっとも、降車駅からすぐにある満
開の桜並木とは反対の方向に延々と進み、花の無い交

こう

野
の

山
さん

の頂上（但し、見晴らしはよかった！）でお弁当を食
べたのは、このクラブが“ハイキング”ではなく“トレ
ッキング”と名が付いている所以かもしれません。

ごしています。
　会員の実力も伸び、全体的にレベルアップしており、
今年の支部連主催の支部対抗ボウリング大会では寺石会
員が優勝、伊島会長が準優勝と、第１回大会から連続し
て当会の会員が上位入賞を続けています。
　当同好会は、人数にこそ制限はありますが、税理士組
合員ばかりではなく、組合員先生にご紹介いただければ、
18歳以上の方ならご家族や職員の方でも入会できますの
で、日頃の運動不足やストレスの解消はもちろん、本格
的にボウリングを始めてみたいという先生方は、お気軽
にご参加いただきますようお願い申し上げます。

左京支所　二股　茂

ＴＥＬ：075-702-7002連絡先

東山支所　伊島　睦

ＴＥＬ：075-581-2748連絡先
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抜群。毎年、やまなみグリーネ管弦楽
団の定期演奏会などが開催されていま
す。
　木津川上流の高山ダムは、桜、つつ
じ、紅葉などが楽しめる観光スポット
です。静かな湖面に映る四季の風景を
眺めていると心が和みます。
　何もない村。でも昔と変らない風景
は、私のパワースポットです。少しで
も村おこしに貢献できればと一昨年か
らふるさと納税を心がけています。

　私の庭は世界遺産です！ホントです
よ。実はご縁があって、平成15年に清
水寺に桜の木をご寄進させていただい
たんです。ちゃんと立派な証明書もく
ださいました。で、私の木があるのだ

から清水寺は私の庭、つまり「私の庭
は世界遺産」という訳です。
　でも考えてみるとそれだけではなく、
清水寺とは結構ご縁があります。伯母
が東大谷にあるお墓に月参りをしてい

　私は、３年前から出身地である南山
城村の監査委員として、毎月１回、南
山城村役場を訪れます。
　南山城村は、奈良県、三重県、滋賀
県に隣接し、人口約3,200人。大部分
が山林で高齢化の進む過疎の村です。
　村の特産物は、「お茶」。全国的な品
評会でも高い評価を得るなど「宇治茶
の主産地」として広く知られるところ
となっています。昨年、宇治茶味の生

地にバナナクリームが入る「抹茶バナ
ナ」を龍谷大生と村の茶農家が共同開
発し、地下鉄京都駅などで販売してい
ます。また、クヌギやナラの原木を使
い栽培される「原木しいたけ」は風味
と、プリプリの歯ごたえが最高です。

　国道163号線沿いには、建築家黒川
紀章氏の設計によるやまなみホールが
あります。ピアノと周囲の山並をイメ
ージしたユニークな建物は、音響効果

―京都で唯一の村―
宇治支所　髙 瀬 哲 也

　私の庭は世界遺産です！ホントです

私のいる
風景

たので、小さい頃は毎月お墓参りのあ
と清水寺に寄るのが定番のコースでし
た。私は覚えていないのですが、母の
話によると、夏の暑い日に音羽の滝の
下の所に栓をしてもらい、水遊びをさ
せていただいていたそうです。今では
考えられない、古き良き時代の話です
けど。
　また数年前清水寺が梵鐘を新しくさ
れた際には、その梵鐘を作られた方と

知り合いだったので落慶法要によんで
いただき、新しい鐘を真っ先に撞かせ
ていただきました。
　清水寺は、京都に住んでいると「い
つでも行けるから」とかえって行かな
い方も多いようですが、私は近くに親
戚がいることもあり、年に数回はお参
りしています。春の桜や秋の紅葉はも
ちろんですが、四季折々の良さがあり、
境内を歩いていると心が豊かになるよ
うな気がします。もっとも、やたら人
の多い時期はこの限りではありません
が…。
　一昨年には上賀茂神社に紅葉をご寄
進させていただいたので、私の世界遺
産の庭は２ヶ所になりました。次はど
の世界遺産を庭にしようかと思案して
いるところです。

―私の庭―
下京支所　臼 田 多 惠

とっておきのお店　─組合員先生方のお薦めのお店─

京都市営地下鉄駅ナカ限定スイーツ「抹茶バナナ」 全国でも珍しいアーチ重力式の高山ダム

「やまなみホール」と傍らを走るJR関西本線の車輌

風景風景風景
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　紹介いたします「出雲そば　加寿美」
は昭和23年に創業以来、和食と出雲そ
ばでその味を極めこだわり続けること
を家訓とし、それは料理の品々の隅々
まで行き届いています。
　まずのお薦めは店主が名水“真名井
の清水”で打つ出雲そば、コシも強く、

コクも良く舌触
りも滑らかで、
まさに“蕎 麦”
の逸品です。
　さらにカツオ

本節、鯖節、利尻昆布などなど選び抜
かれた材料からの出汁は季節の寒暖に
も併せて調味されており、割子そば、

瓦そば…と豊富な種々のそばにも良く
合い、思わず“うまい”と舌鼓も打ち
ます。それでも1,000円前後とお値打
ちです。
　和食は支部役員会等の食事時にも利
用しておりますが、若狭湾直通の鮮魚
と舞鶴直産の新鮮野菜が盛り付けられ
ていて、特に御飯は今時滅多に食せな
い伝統の“麦飯”も召し上がっていた
だけます。いま、舞鶴の町おこしとし
て呉市と競う「元祖　肉じゃが」もそ
ば定食に加えられ、夏の「岩がき丼」

冬の「かき丼」と
も大好評で舞鶴名
物になっています。
　店には大広間、
離れ座敷もあり２

～３名から80名様までのご宴会会場も
用意されています。
　加寿美はJR西舞鶴駅、駅前バスタ
ーミナルから徒歩３分と近く、所用や
時間待ち等の節には是非お立ち寄りの

出雲そば 加
か

寿
す

美
み

とっておきのお店　─組合員先生方のお薦めのお店─

舞鶴支所　田中克巳

北山 渋
しぶ

谷
や

（ステーキ割烹）

　北山通を宝
ヶ池通に入っ
て宝ヶ池スポ
ーツ公園の向
いにある素敵
なお店。家か
ら近いので開
店当時から何
となく気にな
っていたが、
なかなか行く

機会がなかった。それが今回ご紹介す
る「渋谷」である。
　オーナーシェフ（渋谷三郎氏）は、
東京のニューオータニで７年の修行の
後、グアム島で腕を磨き帰国。桂でス
テーキハウスをオープンするも、平成
２年11月にロケーションの良い現在の

地に移る。店の
コンセプトは桜。
来店の際、椅子
やカウンターな
どに隠されたこ
だわりを探してみるのもおもしろい。
　お料理は、前菜からデザートまで目
も舌も満足させてくれるものばかりだ
が、主役はもちろんお肉。産地にこだ
わらずその日一番良い物を選ぶそうだ。
その選りすぐりのお肉を目の前の鉄板
で調理する。お肉の焼ける音と美味し
い匂いとの相乗効果がより一層食欲を
そそる。
　シェフ曰く「お客様の好みや年齢な
どに合わせてお肉を選んでいるので、
できるだけ予約を」とのこと。
　窓の外の景色を眺めながら、美味し
い料理とワインでお腹も心も一杯にな
ったら、酔い覚ましに北山通をぶらり
ぶらりと地下鉄の駅まで歩くのもまた
趣きがあっていいものですよ。

左京支所　河村澄子

出雲そば 加寿美
舞鶴市円満寺139番地
ＴＥＬ　0773-75-0428
ＦＡＸ　0773-75-8419
営業時間　 11：30～21：30
定休日　火曜日
ＵＲＬ　http://www.m-kasumi.com

加寿美

白鳥街道

至小浜

田辺城
舞鶴公園

京都銀行

西舞鶴局 〒

北都信金

西舞鶴高校

至
綾
部

Ｊ
Ｒ
舞
鶴
線

175 27

27

西
舞
鶴
駅

渋谷

北山通

宝ヶ池教習所

下
鴨
本
通
り

北山 渋谷
左京区下鴨南茶ノ木町21-4
ＴＥＬ　075-723-3040（要予約）
営業時間　 昼　12：00～14：00（L.O 13：30）

夜　17：00～22：00（L.O 21：00）
定休日　月曜日
ＵＲＬ　http://www.kitayama-shibuya.com

上「加寿美」を舞鶴土産として頂けれ
ば幸いです。

コンセプトは桜。
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　３年ぶりの一泊旅行は『火の国』熊本の旅を企画いたし
ました。九州新幹線の2011年３月の全線開通により、新大
阪から熊本までなんと２時間59分！！ゆったりとした九州
新幹線のシートでくつろぎながら大人のまち熊本へ。

熊本の見どころ&ご当地グルメ

　１日目の現地到着後はなんといってもまず「熊本城」で
す。熊本城を望む絶好のロケーションで馬刺しをはじめと
するヘルシーな郷土料理の昼食をいただいた後は周辺を散
策します。熊本城周辺は桜の名所で、開花時期によっては
食事をしながら満開の桜並木が目に飛び込んでくることで
しょう！また夕食ではホテルにてご当地の食材をふんだん
に使用したコース料理を、さらに２日目のオプショナルツ
アーでも昼食に阿蘇ならではの食材を生かした情緒あふれ
る郷土料理を堪能できます。

宿泊は「ホテルニューオータニ熊本」

　JR熊本駅に隣接した好立地の21世紀型都市ホテルで、
城下町の風情あふれる熊本の町を観光するにもたいへん便
利です。またシティホテルでありながらサウナ・大浴場（男
性専用）を備えておりますので、ホテルにてゆっくり過ご
していただくこともできます。

阿蘇の大自然を満喫する充実のオプショナルツアー

　今回の旅行では、フリープランも含めるとなんと６つの
プランを設定。どのプランも熊本の大自然を満喫できます
ので、お好みや年齢・体力などに合わせて選択していただ
けます。

A 大人の修学旅行プラン
　阿蘇山・草千里など阿蘇をたっぷりと探訪する懐かしい
観光コース。昼食には高森田楽の里にて囲炉裏の炭火に串
をたてて焼いた、やまめ・いも・豆腐の田楽や、地鶏・だ
ご汁といった郷土料理を楽しんでいただけます。

開催日が変更になりました。

B 阿蘇温泉プラン
　阿蘇山観光の後は少しゆっくりしたいという方のための、
露天風呂から壮大な阿蘇の景色を眺められる癒しの里での
温泉入浴のプラン。昼食も古民家風のレトロな空間にて阿
蘇ならではの食材を生かした郷土料理をいただきます。

C 人吉SL列車プラン
　平成21年４月に復活した懐かしのSL列車に乗車と人吉
散策のコース。列車内には展望ラウンジやビュッフェが備
えられ、豪華で心地よい癒しの旅をお楽しみください。昼
食は小京都とも言われる人吉にて郷土料理をいただきます。

D トレッキングプラン
　阿蘇の春の大自然の中をトレッキングする体力に自信の
ある方向きのプラン。インストラクター・お弁当付きで、峠、
峡谷、見晴らしの良い高原、林道、牧草地などトレッキン
グには最高の自然環境の阿蘇を満喫していただけます。

E ゴルフプラン
　雄大な阿蘇の麓に広がる名門コース・熊本空港カントリ
ークラブ（JLPGAトーナメント開催コース）にてプレーす
るプラン。翌々週には「西陣レディース」が開催されます
ので絶好のコースコンディションのもとプレーしていただ
けます。

F フリープラン
　ご出発まで市内観光やお食事など自由に過ごしていただ
くプラン。午前中はゆっくりホテルでくつろぐも、宮本武
蔵や夏目漱石ゆかりの地を訪ねるも、美術館をめぐるも、
ご当地グルメを食べ歩くも、自由に設計していただけます。
（ただし添乗員や昼食は付きません）

お誘い合わせのうえ奮って
ご参加お待ちしております

～九州新幹線で行く「火の国」熊本の旅～

 詳細な旅程やお申込みは正式な案内文をご覧ください。

4月1日金～2日土
九州新幹線九州新幹線で行く行く行く「火の国」「火の国」熊本熊本のの旅旅旅旅旅
３年ぶりの年ぶりの一一泊泊旅旅行 はめっちゃ楽しいで！

ご参加お待ちしております

詳細な旅程やお申込みは正式な案内文をご覧ください。

【10】 平成23年１月25日



いて目的地へ。
　音羽山の中腹に位置している清水寺
へと続く参道には、数多くのお土産屋
さんや、古くからの技を伝える伝統工

芸などのお店
が両側に軒を
連ねています。
紅葉の季節は
過ぎても、さ

すが世界遺産登録の地だけあって、観
光客でいっぱいです。京都人としては、
ここでは去年の夏にオープンしたばか
りの“マールブランシュ清水坂店”に
立ち寄り、この店だけの限定商品を買
ってお土産に。
　清水寺を後に、産寧坂～二年坂へと
下ってお土産屋さんを見ながら高台寺
へと向かい
ました。
　丁寧に手
入れされた
境内は竹林
さえも風情があります。
　敷地の広い高台寺には見所が沢山。
同じ境内に美しい庭園、開山堂、霊屋、
茶屋とそれぞれ異なる趣を感じさせて
くれます。
　特に庭園は時間があればゆっくり座
って眺めていたいくらい大変綺麗でした。
　少しお腹
が空いてき
たので東山
七条の“ハ
イアットリ
ージェンシー京都”まで歩いてランチ
をとることに。
　道中、東山馬町の“ちどりや”に寄
りました。
　創業60周年の
ここの雑貨は、
京都土産として
大変人気がある
そうです。

　プリンセスラインというバスをご存
知ですか？

　真っ赤なボディカラーに可愛いネー
ミング。このバスは主に、京都駅と京
都女子大学の間を運行しています。路
線は全部で４種類。JR八条口→京女、
京女→JR八条口、京女→四条河原町
→八条口→京女（循環運行）、京女→
四条河原町（ノンストップで循環運行）
の４つです。
　京女のスクールバスと勘違いされて
いる方も多いのですが、一般のバスと
同じ料金で、京女生だけでなく一般の
方も利用可能なんです。プリンセスだ
けでは無く、プリンスもOK（ちなみ
に私もOKでした）。今回はそんなプリ
ンセスラインでの「たび」を紹介する
事にします。
　今朝は最低気温３度の寒さ。厚手の
コートに身を包んで出かけます。まず
は京都駅八条口の乗り場から。
　でもその前にちょっと、オープン当
初の混雑が少
し落ち着いた
ヨドバシカメ
ラに寄ってみ
ました。
　地下１階～３階の広い売り場にはパ
ソコン、デジカメ、薄型テレビ、生活
家電など豊富な品揃え。
　さらに４階～６階、地下２階には専
門店なども充実していて丸一日過ごせ
そう。しかしここで時間を取り過ぎる
のはマズい…
　バスに乗って清水寺を目指します。
京都女子大学前で降り、ここからは歩

シリーズ

▼ 広報委員　板 倉 義 守

　エントランス
が素敵なハイア
ット２階のイタ
リアンレストラ
ン“トラットリ
アセッテ”。落ち

着いた雰囲気の中、リーズナブルでボ
リューム満点のお料理に大満足でした。
　昼食後はお隣の三十三間堂へ。なん
といってもここの見所は、奥が見えな
いほどに敷き詰められた1,001体の観
音像たちです。よく見ると、観音様の
お顔がひとりひとり違います。「必ず、
会いたい人によく似たお顔がある」と
言われているそう。来る度に新しい発
見があり面白い。時々、こうしたメジ
ャーな京都巡りもイイものだなぁ…
　向かいにある国立博物館の休館中と
いう看板を横目で見ながら、そろそろ
プリンセスラインでの「たび」もお開
きとしましょう。
　三十三間堂
前乗り場から
京都駅まで戻
ります。
　今回は「バ
スのたび」と
はいえ停留所が少なく、まるで目的地
までタクシーに乗っている気分になり
ました。
　こんなバス知らなかったといわれる
先生方も多いかと思いますが、プリン
スorプリンセスになった気分？で一度
利用してみませんか（＾_＾）

プリンセスラインに乗って

ＪＲ京都駅
八条口

↓
京都女子大学

前ゆき

発売当日限
り有効

乗車券乗車券乗車券

11.1.25

路線バスのたび
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理事会報告▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

第４回理事会
　平成22年度第４回理事会を12月16日（木）午後４時30分より
開催。当日の出席状況は次の通り。
　理事47名　監事５名　相談役５名
【決議事項】
第１号議案　組合加入並びに賛助会員加入承認の件
　次の個人８名、賛助会員４名がそれぞれ加入承認された。承
認の結果、個人組合員は1,278名、法人組合員58社、出資金額
１億1,989万円、賛助会員210名となった。 （申込順・敬称略）
（個人組合員）
○藤木　正人　○阿戸　能貴　○天野　治男　○尾関　安久
○谷口　純一　○中沢　康太　○村尾　法生　○井上　雅史
（法人組合員）
今回申込は無し
（賛助会員）
○井木登志雄　○木村　修詞　○今津菜穂美　○片岡　宏彰
第２号議案　新規提携企業の件
　次の１社について提携内容の説明がなされ、提携が承認され
ました。
　・株式会社中央ビジネス・サービス
【報告事項】
（総務部門）
総務委員会
①財務報告
②組合行事日程・会館休館に伴う弔辞連絡
　下記日程
　２月９日（水）中間監査
　２月18日（金）相談役会
　３月24日（木）正副理事長会・常務理事会・理事会
　４月８日（金）～９日（土）親睦旅行（熊本）（４月１日（金）
～２日（土）に変更）
　４月19日（火）大同チャリティーゴルフコンペ（４月12日
（火）に変更）
　４月22日（金）両丹５支部対抗ゴルフコンペ
　４月中旬（予定）第７回会館記念講演（４月18日（月）に決定）
　８月５日（金）第39回通常総会
　がそれぞれ開催予定であることが報告された。
また、京都税理士会館が12月29日～１月３日の年末年始期間
休館することに伴う弔辞連絡方法について説明がなされた。
③教育情報資料（無償配付選定図書）
11月度DMで贈呈の案内を行ったところ、85％（1,309名）
から回答があった。12月度DMで発送されることが報告さ
れた。
④全税共文化財団が行う「助成募集要項」について
本日現在１件申請済。引き続き12月末まで申請を受け付け
ていることが報告された。
⑤11月２日（火）情報化担当者会議開催報告
各支所の実務レベルの情報化担当者を対象に開催。スケジ
ュール管理ソフトと弔辞連絡配信システムについて使い方

の説明がなされたことが報告された。
地区連絡委員会
①10月７日（木）両丹５支部対抗ゴルフコンペ開催報告
舞鶴カントリー倶楽部で開催され、京税協からも参加し、
協賛金を支出したことが報告された。

②11月10日（水）両丹懇談会開催報告
　サンプラザ万助（福知山）で開催。参加者66名。
③11月16日（火）第46回全税共ゴルフコンペ実施報告
琵琶湖カントリー倶楽部で開催。参加者が例年より少なめ
の70名であった。

④「歳末ふれあい募金」寄託について
12月３日（金）に辰巳修偉副理事長と田中英文専務理事が
代表し、京都新聞社会福祉事業団に持参したことが報告さ
れた。

⑤「親睦旅行」について
11月１日（月）開催の地区連絡小委員会において、提携旅
行社３社によるプレゼンテーションを行った結果、トップ
ツアー株式会社による熊本方面への旅行に決定した。
12月度DMで配付物を発送予定であることが報告された。

⑥大同チャリティーゴルフコンペ開催について
４月19日（火）瀬田ゴルフコースで開催予定であることが
報告された。（４月12日（火）に変更）

⑦その他
４月22日（金）宮津カントリークラブで両丹５支部対抗ゴ
ルフコンペの開催が予定されており、組合からも参加協力
する予定であることが報告された。

（保険部門）
保険第一委員会（大同生命）
①10月29日（金）大同保険推進協議会開催報告
名古屋・東海・京都の３税協と北陸税協連が、大同生命施
策について協議。今年度は、北陸にて開催したことが報告
された。

②11月10日（水）両丹協議会開催報告
　　両丹地区における大同生命保険の推進を依頼。
　両丹懇談会と同日開催。
③その他
12月１日（水）第３回定例研修会を開催した。参加者19名。
２月１日（火）に第４回を開催予定。是非、職員様も併せ
てご参加いただきたいとのお願いがなされた。

保険第二委員会（全税共等）
　第25回記念全税共全国統一キャンペーン施策について
　　・全税共・京税協の施策における各入賞者数の報告
・１月18日（火）に開催される表彰式・祝賀パーティー開
催要領

　についてそれぞれ報告がなされた。
（事業部門）
事業委員会
①平成23年版「提携企業便覧」について
現在制作中で、１月組合員に配付予定であることが報告さ
れた。 
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平成22年

11・26
研修・短期講座「年末調整の仕方について」
　講師：岩崎紀子先生
　参加：92名

12・１ 正副理事長会

12・１ 第３回大同生命定例研修会

12・２ 左京支部設立30周年記念式典出席

12・３ 京都新聞社会福祉事業団にゴルフコンペ等のチャリ
ティーを寄託

12・６
研修・短期講座「年末調整の仕方について」
　講師：岩崎紀子先生
　参加：40名

12・８
研修・勉強会「不動産研究会第１回」（全２回）
　講師：西脇則之先生
　参加：68名

12・13 出版委員会
（税務便覧制作上の問題点および今後の検討課題について）

12・13

研修・短期講座（福知山）
「不動産の実務家から見た財産評価基本通達の活用
および新物納制度」
　講師：西脇則之先生
　参加：45名

12・16 正副理事長会・常務理事会・理事会

12・16 京都税理士協同組合厚生会役員会

12・16 役員・委員合同忘年会
　於　京都ホテルオークラ

12・17

研修・勉強会「税理士が知るべき民法・会社法の最
新動向第４回」（全５回）
　講師：山田泰弘先生
　参加：81名

12・28 仕事納め

平成23年
１・４ 仕事始め

１・６ 常務理事会

１・７ 近畿税理士会新年賀詞交歓会出席
　於　帝国ホテル大阪

１・７ 広報委員会（第132号編集割付）

１・12 支部連・京税協共催　新春講演会
　於　京都ホテルオークラ

１・12
近畿税理士会　京都府支部連合会
新年祝賀会出席
　於　京都ホテルオークラ

１・14

研修・勉強会「税理士が知るべき民法・会社法の最
新動向最終回」（全５回）
　講師：三木義一先生他
　参加：81名

１・17 広報委員会（第132号ゲラ校正）

１・18
全税共第25回記念全国統一キャンペーン優績営業 
職員表彰式・祝賀パーティー
　於　ウェスティン都ホテル京都

１・19 出版委員会
（平成22年分の改正点を踏まえた頁構成の検討等）

１・19 広報委員会（第132号ゲラ再校正）

１・19
研修・勉強会「不動産研究会第２回」（全２回）
　講師：西脇則之先生
　参加：80名

１・24
研修・短期講座「贈与税・譲渡所得税の基礎実務」
　講師：熊谷宏臣先生
　参加申込：89名（１月19日現在の数字です）

１・25 「京税協」第132号発行

京税協・支部連共催／

大同生命協賛

瀬田ゴルフコース

奮ってご参加ください！　
お待ちしております。　

平成23年 4月12日（火）開催日

場　所

大同大同 大同生命協賛大同大同大同大同
チャリティーゴルフコンペチャリティーゴルフコンペ
第47回

日程が変更になりました

②平成22年分税務便覧の販売状況について
　12月８日現在47,563部販売したことが報告された。
研修委員会
①各研修講座の開催状況について
　各講座開催実績・開催予定講座の申込状況が報告された。
②その他
４月中旬に第７回会館記念講演と、５月には一般向けの無
料講座を予定していることが報告された。

その他
　下記の報告がなされた。
・近畿税理士政治連盟より協力依頼があり、会報誌「近畿
税政連」に税務便覧の広告を掲載した。

・１月５日（水）午後１時～２時、税理士会館点検のため、
電話・FAXが不通になる。

・組合事務局の阿部（旧姓　飯田）真喜子さんが結婚され
た。
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中小企業による
中小企業のための金融機関

京都支店　TEL：075（361）1120
〒600-8421　京都市下京区綾小路通烏丸西入童侍者町159-1
（最寄り駅　地下鉄烏丸線四条駅）
http://www.shokochukin.co.jp/
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京都市からのお知らせ

▼チャリティー寄託の報告
　毎年恒例のチャリティー寄託は、去る12月3日、辰巳修
偉副理事長と田中英文専務理事が京都新聞社を訪問し、年
２回開催のゴルフコンペに実施するチャリティーと、その
他組合員の善意を併せ、計155,560円を京都新聞社会福祉
事業団に寄託いたしました。
　今回で当組合からの寄託
は29回目、総額17,433,110
円となりました。
　誌面をお借りして、善意
をお寄せくださいました多
くの皆様に厚く御礼申し上
げます。

■住民税について

◆給与支払報告書の提出について
　平成22年中に支払った給与に係る「給与支払報告書」の提出期限は平成23年１月31日です。受給者の平成23年１月１日現
在の住所地の市町村に提出してください。退職者については、退職日現在における住所所在地の市町村に提出してください。
【京都市の提出先及び問合せ先】
〒604-8171　 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の１　井門明治安田生命ビル５階

京都市行財政局税務部法人税務課特別徴収担当　TEL 075-213-5246
◆インターネットによる電子申告について
　地方税ポータルシステム（eLTAX：エルタックス）を利用して、給与支払報告書や給与所得者異動届出書の電子申告が
できます。詳しくは右記のホームページをご覧ください。【エルタックスホームページ】　http://www.eltax.jp/

わたくし事ですが、このたび結婚いたしました。
助け合いながら、暖かい家庭を築いて行きたいと思います。
これからも、職務に一生懸命取組み皆様のお力になれるよう努力して
まいりたいと存じます。
今後ともよろしくお願い申し上げます。

▼ 新規提携企業の紹介 ………………… 事業委員会

◎2010.７.１からJPエクスプレスと郵便事業会社が合併さ
れ「郵便事業株式会社　中京支店」となっております。
　TEL：075-255-1114　FAX：075-255-1137

◎新規提携企業　2010.７.14から
・日本通運㈱　京都支店…引越し業務の斡旋
引越フリーダイヤル：0120-154022　京都府以外の地
域　TEL：075-371-3144　FAX：075-343-0227
・㈱中央倉庫…書類専用倉庫にて機密文書の保管管理業
務、機密書類の溶解処理・リサイクル業務の斡旋
　TEL：075-601-7131
・アシスタント㈱…「経営者ノート」の販売
　TEL：06-6531-5799　FAX：06-6531-5798

◎新規提携企業　2010.12.16から
・㈱中央ビジネス・サービス…機密文書類の細断処理業
務、印刷・製本及びその企画業務の斡旋
　TEL：075-603-0251　FAX：075-603-0256

　それぞれの特典内容はH23.１に新しく発行されます「提
携企業便覧」に掲載されています。
　新規提携企業を始め、「提携企業便覧」には先生方にお
得な内容がたくさん掲載されています。
　是非ご覧くださり、職員様及び関与先様にも利用勧奨を
お願い申し上げます。また、ご利用いただきました際は、
お手数ではございますが事務局までご報告ください。
 （担当：阿部）

NEWSお知知らせ

阿部 真喜子（旧姓：飯田）

結婚結婚 ご報告ご報告ご報告ご報告ご報告

事務局だより
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山の鳥戸野の陵に埋葬された。その近
くの御

み

寺
てら

・泉
せん

涌
にゅう

寺
じ

に清少納言の歌碑が
ある。
　枕草子は、中宮定子を敬愛し追慕す
る回想録でもあるが、悲運な生涯につ
いては触れていない。明るく美しい定
子の姿をえがき、過ぎ去った栄光の
日々を書き綴った。早朝、日の出を仰
ぎ清々しい気持ちで一日を始める。巻
頭の「春はあけぼの…」は、明るく快
活に生きていこう、という清少納言の
メッセージで
あり、中宮定
子の３人の遺
児たちに対す
る思いやり・
励ましのこと
ばであった。

　つらくても明るく強い清女さん
　　中宮定子に忠節尽くす
　京

0

の街の雑踏を離れ、清少納言を辿
った、今日

0 0

の文学散歩であった。

　枕草子が編纂されてから千年になる。
長い間読み継がれてきたのは、随筆文
学の嚆矢というだけではない。人の心
に訴えるものがあるからである。簡潔
にして明瞭な文章と、中宮定子に対し
て忠節を尽くした清少納言の生き方に
あると思う。

簡明で美しい文章
　文章作成の心得は「カメレオン」だ
という。簡潔、明瞭、礼、穏健の頭語
をつないだものである。京都の四季
折々の美しさを綴った「春はあけぼの。
やうやう白くなりゆく…」で始まる文
章は簡明である。
　「春はあけぼの、夏は夜、秋は夕暮れ、
冬はつとめて」は、７音、５音、７音、
７音と調子がいい。「アイウエオ」の
母音すべてを含んでおり「春、夏、秋」
は包容力のある美しい母音「ア」で始
まるからだ。清少納言の鋭い感性と言
語感覚による文章である。
　春は夜明けがだんぜんいい。だんだ

んと白んでゆく山際の空がほのかに明

るくなって、紫色がかかった雲が細く

たなびいているのがいい。夏は夜がい

い。秋は夕暮れだ。

　冬は早朝。雪の降った朝は、言いよ

うもなくすばらしい。寒い朝に火を急

いでおこして炭を部屋へ運ぶのも、実

に冬の早朝にふさわしい。昼になって

だんだん寒さが緩んで暖かくなってい

くと、丸火鉢の火も白い灰が目立つよ

うになってしまってみっともない。

今に通ずる暮らしの知恵
○「どんどん過ぎていくものは、人の
齢、春、夏、秋、冬（260段　岩波
文庫版）」。歳月人を待たず。一日一
日を大切にしたい。

○「にくきものは、いそぐ事あるおり
に来て長話をする客人、酒を飲んで
わめく人、他人のことをあれこれい
う人（28段）」。どなたも思い当たる
ことであろう。気を付けたい。

○「よろずのことよりも情あるのがい
い（269段）」。男女ともに思いやり
が大切であるという。他人の不幸に
同情し、慰めの言葉がすぐに口に出
るようになれば最高だ。

○「宮仕えする女性を軽薄でよくない
と言ったりする男はひどくにくらし
い。宮仕えをした後で家庭にこもる
のは大変いいことだ（24段）」。
本当の内助の功は体験から得られる
ものだという。

忠節を尽くした女性
　清少納言は一条天皇の中宮
（天皇の后）である定子に仕え
た上級の女官である。藤原氏の
摂関政治の平安時代中頃、その
学識と才気を見込まれて、教養・
渉外担当としてスカウトされた。
清少納言28歳、中宮定子17歳で
あった。出仕以降、宮中御殿で
は中宮定子にとってかけがえの
ない存在となったという。中宮
の父親の死後、権力の争いで藤
原道長が勝利すると中宮の立場
は悲運なものとなった。暮れの
12月に第二皇女の誕生をみたそ
の翌日、体調が急変し崩御。24
歳の短い命であった。遺骸は東
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京
の
文
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歩

雪の京都御所（本年 元日の朝）

中宮定子の鳥戸野陵

東山の夜明け（出町橋から）

（須藤 弘 作）
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